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役場からのお知らせ
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お知らせお知らせ

「国民健康保険税･長寿医療(後期高齢者医療)保険

【問合】町民税務課税務係 TEL 74-2117

　所得税･町県民税の社会保険料控除については、
居住者が、各年において、自己又は自己と生計
を一にする配偶者その他親族の負担すべき社会
保険料を支払った場合には、その支払った方に
社会保険料控除が適用されることになります。
　本保険税(料)の納付方法は、年金を受給されて
いる方については、原則として年金から天引き(特
別徴収)されています。この場合、本保険税(料)
を支払った方は年金の受給者自身であるため、そ
の年金受給者に社会保険料控除が適用されます。
　両保険制度に加入している方には、本保険税(料)
の通知書に同封した色紙のチラシ等でお知らせし
ておりますが、年金からの天引きを止めて口座振
替による納付方法に切替えることができます(一定
の要件が必要)。この場合、年金からの天引きでは
なくなるため、社会保険料控除を適用される方は、
年金受給者とは限らず、本保険税(料)を負担した
方(口座名義人)に適用されることになります。
　本保険税(料)の納付方法が、年金からの天引
き(特別徴収)か、口座振替かによって、社会保
険料控除の適用される方が変わる場合があるた
め、世帯全体で見たときの所得税･町県民税の
負担額が変化する場合があります。
　年金からの天引き(特別徴収)を止めて、口座振替
により納付したいと希望される方は、10月３日(金)
までに役場総合窓口カウンターへお越しいただき申
し出をしてください。その際は、「口座振替する通
帳」と「通帳の印鑑」を持参してください。
　今回の申し出により、12月以降の年金から天引き
を中止いたしますが、10月３日(金)を過ぎての申し
出は、翌年２月以降の年金からの天引きを中止する
手続きとなってしまいますので、ご注意いただきま
すとともに、ご理解とご協力をお願いします。

料に係る社会保険料控除」について

「交通安全『ハートフルメール』」の展示

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404

　本町交通安全母の会の事業で、町内の小学４
年生が、祖父母など高齢者の方々へ交通安全を
呼びかけるため「はがき」を作成しました。
　この「はがき」を秋の交通安全県民運動期間
に合わせて展示しますので、ぜひご覧ください。
▽展示期間　９月20日(土)～29日(月)
　　　　　　※９月23日(火)は休館日です。
▽展示場所　水沢温泉館
▽展示時間　午前６時～午後９時

「統合小学校敷地造成工事に係る残土運搬」について

【問合】教育文化課教育総務係 TEL 74-2114

　統合小学校敷地造成工事のため、本道寺沢、
石跳沢、間沢川及び鶴岡市赤川より土砂を下図
の経路で運搬しますので、ご理解とご協力をお
願いします。
▽期間　10月下旬まで
▽土量　約30,000m3（１日約100台）

運搬経路図

「全国消防操法大会応援団」の募集

【問合･申込】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　10月12日(日)に開催される『全国消防操法
大会』(会場：東京ビッグサイト)に西川町消
防団が小型ポンプの部で出場します。
　昨年から厳しい訓練を重ね、関係者の皆様の
ご支援のもと、取り組んできました。大会当日、
多くの方々にご声援いただきたく下記のとおり
応援バスを運行しますので、ご希望の方は上記
へ申込みください。
▽日程
　10月11日(土) 午後10時　西川町出発
　10月12日(日) 午前８時30分　会場到着

《応援･観戦》
　　　　　　　　午後２時　会場出発
　　　　　　　　午後８時30分　西川町到着
▽費用　１人5,000円(バス代金、朝食、昼食、
　休憩施設使用料等)
▽申込方法　現金を添えて９月30日(火)まで
　上記へ申込みください。
▽その他　人数に限りがありますので、先着順
　になります。なお、詳細は参加者に追ってお
　知らせします。

「西川フェア2008臨時シャトルバス運行」のお知らせ

【問合】西川町商工会 TEL 74-3135
　西川フェアの開催に合わせて、10月５日(日)に次のとおり臨時シャトルバスを運行します。
　当日は会場駐車場の混雑が予想されますので、臨時シャトルバスをご利用ください。なお、臨
時シャトルバスの発着は、町営バスのバス停になります。
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「国道の通行制限」のお知らせ

【問合】山形県村山総合支庁西村山道路計画課
TEL 86-8404

　道路補修工事のため、次のとおり通行を制限
します。
☆一般国道112号
▽制限箇所　西川町大字志津地内
　※下記図面を参照してください。
▽制限内容　車両全面通行止(終日)
▽制限期間　９月24日(水)～11月14日(金)

通行制限箇所図

「社会福祉法人山形県社会福祉協議会職員採

【問合】山形県社会福祉協議会総務企画部
 TEL 023-622-5805

▽採用予定人員　若干名
▽採用時期　平成21年４月１日
▽受験資格
　○年齢要件　昭和54年４月２日から昭和62年
　　４月１日までに生まれた方で、次のいずれ
　　かに該当する方
　　①４年生大学を卒業した方(平成21年３月
　　　31日卒業見込可)
　　②福祉関係の専門学校を卒業した方(平成
　　　21年３月31日卒業見込可)
　　③社会福祉士の資格を有する方(受験資格
　　　者含む)
　○資格要件　普通自動車運転免許所有者(平
　　成21年３月31日までに取得見込可)
▽職務内容　社会福祉事業の企画･実施及び情
　報の処理、一般事務等
▽給与等　山形県社会福祉協議会職員給与規程
　によります。
▽試験日程･内容･試験会場
　○第１次試験　11月24日(月)
　　教養試験/地方公務員上級程度の筆記試験
　　専門試験/社会福祉分野の大学卒業程度の筆記試験
　○第２次試験　12月８日(金)
　　論文、面接、性格検査(クレペリン検査)
　○試験会場　山形県総合社会福祉センター
　　(山形市小白川町二丁目３-31)
▽募集期間
　10月１日(水)～11月14日(金)
▽受験案内及び申込用紙の請求
　○山形県社会福祉協議会にて交付します。郵
　　便で請求する場合は、「受験案内請求」と
　　朱書きした封筒に90円切手を貼った宛先明
　　記の返信用封筒(長型３号)を必ず同封のう
　　え、下記へ請求してください。
　○請求先
　　〒990-0021　山形市小白川町二丁目３-31
　　山形県社会福祉協議会　総務企画部

「法の日記念無料法律相談会」のご案内

【問合】山形県弁護士会事務局 TEL 023-622-2234
▽日時　10月８日(水)午前10時～午後３時
▽場所　山形県弁護士会館(山形市七日町)
▽受付方法　当日会場にて受付(事前申込は不要)
▽受付時間　午前10時～午後２時30分

「第24回西川町民カヌー競技大会」の開催

【問合･申込】交流ｾﾝﾀｰあいべ内教育文化課ｽﾎ゚ ｰﾂ振興係
TEL 74-3131

▽期日　９月28日(日)
▽会場　長沼(沼山)
▽時間　午前８時から選手受付
　　　　午前８時30分から競技開始
▽種目
　○普及艇100ｍの部　①小学４年生以下男子/
　　女子、②小学５年生男子/女子、③小学６年
　　生男子/女子、④一般男子/女子
　○レーシング艇の部　①Ｋ－１(100ｍ)小学男
　　子/女子、一般Ｂ男子/女子、②Ｋ－１(300ｍ)
　　中学男子/女子、高校男子/女子、一般Ａ男子
　　/女子、③Ｃ－１(300ｍ)中学、高校男子、　
　　④Ｋ－２(300ｍ)中学男子/女子、高校男子/
　　女子、⑤Ｃ－２(300ｍ)中学、高校男子
　　※一般Ａ:競技歴がある方、一般Ｂ:競技歴のない方
　○レクリェーションカヌーの部
　　①親子Ｋ－２(100ｍ)オープン参加、②カヌー
　　　マラソン(長沼１周)小学男子/女子、中学男
　　　子/女子、高校以上男子/女子、③湖面宝探
　　　し(小学生)、④ドラゴンカヌーレース体験
▽参加資格　町内にお住まいの方
▽参加料　１人500円
▽申込方法　９月24日(水)までに、所定の申込
　用紙(交流センターあいべにあります。)に必
　要事項をご記入のうえ、参加料を添えて申込
　みください。
▽その他　大会に参加される選手は各自スポー
　ツ傷害保険に必ず加入してください。また、　
　27日(土)の午前９時から11時まで、練習会を
　行いますので、ご希望の方はご参加ください。

「第39回西川町文化祭の一般展示部門及びステージ

【問合･申込】交流ｾﾝﾀｰあいべ内教育文化課生涯学習係
TEL 74-3131

　個人･グループどなたでも参加できます。
▽開催日時
　○一般展示部門　10月30日(木)から11月３日
　　(月･祝)までの５日間
　○ステージ発表部門　11月２日(日)
▽参加費　○芸文協　　200円／１人
　　　　　○一般個人　400円／１人
　　　　　○一般団体1,000円／１団体
▽申込方法　10月１日(水)まで所定の申込用紙
　(交流センターにあります。)に記入のうえ、
　参加費を添えて申込みください。
▽その他　締切日以降も申込みは可能ですが、
　パンフレットへ名前が掲載されませんので、
　あらかじめご了承ください。

発表部門の出品出演者」の募集

「仙境岩根沢～自然散策と詩を読む会～」の開催

【問合】交流ｾﾝﾀｰあいべ内教育文化課生涯学習係
TEL 74-3131

▽日時　９月27日(土)午前９時30分～午前11時頃
▽集合場所　丸山薫記念館
▽参加費　大人300円　小人200円
▽服装　野山を歩きやすい服装

「平成20年住宅･土地統計調査」のお知らせ

【問合】住宅･土地統計調査ｺー ﾙｾﾝﾀー  TEL 0570-08-1001
　　　　又は総務企画課企画係 TEL 74-2112
　10月１日現在で、住宅･土地統計調査を行い
ます。下記の対象地区内の全戸に調査のお知ら
せチラシを配布します。その後、調査対象に選
ばれた世帯には、統計調査員が訪問し、調査を
依頼しますので、ご協力をお願いします。
▽対象地区　上間沢の一部、海味第２･３の一
　部、梅沢第２の一部、石田の一部、吉川第２
　･３の一部、宝沢の一部、入間の一部
▽調査期間　９月下旬～10月上旬

町内関係機関からのお知らせ

「老人福祉センターからのお知らせ」

【問合】西川町社会福祉協議会 TEL 74-5677
　10月１日から老人福祉センターの営業終了時
間が１時間早くなりますので、ご利用の際はご
注意ください。
▽期間　平成20年10月１日～平成21年３月31日
▽営業時間　午前９時～午後８時
　※海味温泉の営業時間も同じとなります。
　　これから寒くなりますが、あったまり温泉
　　ですので振るってご利用ください。

「町民紅葉登山『朝日連峰障子ガ岳』」の参加者募集

【問合】西川山岳会事務局【佐藤】 TEL 74-2521
　紅葉の障子ガ岳に、天狗小屋に泊まりながら
登ります。
▽期日  10月４日(土)～５日(日)
▽行程  
　○10月４日(土)大井沢温泉(8:00)⇒南俣沢出
　　合⇒焼峰⇒天狗小屋
　○10月５日(日)小屋⇒粟畑⇒障子ガ岳⇒紫ナ
　　デ⇒登山口⇒大井沢温泉(15:00)
▽参加料  3,000円(共同食料、保険料等)
▽募集定員　10名(定員になり次第締切ります。)
▽持ち物  雨具、４･５日の昼食、寝袋、食器等
▽その他　登山中の不慮の事故に要する経費は、
　自己負担になります。

「村山総合支庁西庁舎(中央棟)耐震補強工事の

【問合】山形県村山総合支庁西村山総務課 TEL 86-8121

　寒河江市西根にある村山総合支庁西庁舎は、
現在、耐震補強工事を行っています。工事中は
ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
▽工事場所　中央棟１階から４階までの南側外
　部壁面及び東側内部壁面、中央棟１階から６
　階までの北側外部壁面
▽期間　平成21年２月28日まで
▽注意事項　次の窓口が東棟１階に移転しました。
　生活福祉課、総合案内窓口、パスポート窓口、
　寒河江地区食品衛生協会

お知らせ」

町外関係機関からのお知らせ

「自動車点検整備推進運動」の実施

【問合】東北運輸局山形運輸支局 TEL 023-686-4714
　国土交通省では、自動車ユーザーの保守管
理意識を高め、点検、整備の確実な実施を推
進し、自動車の安全確保と環境保全を図るた
め、９月と10月の２ヶ月間を強化月間として、
「自動車点検整備推進運動」を展開します。
　詳しい情報は、以下のホームページをご覧
ください。
○ホームページアドレス
　http://www.tenken-seibi.com

用試験」の実施

「ねんきん特別便･職場のトラブル等に関する無料

【問合】山形県社会保険労務士会年金相談ｾﾝﾀｰ
TEL 023-631-2959

　山形県社会保険労務士会では、「ねんきん特
別便」等に関する無料相談会を開催しています
ので、お気軽にご相談ください。
▽相談日　毎月第２土曜日　午前10時30分から
▽会場　錦産業会館２階(山形市あこや町)
▽相談内容　ねんきん特別便について、職場の
　トラブル及び労働保険･社会保険などの書類作
　成、手続きなど
▽申込方法　相談は予約制で面談による相談会
　です。相談日の前日まで上記へ電話で予約を
　お願いします。

相談会」のご案内
「学生と若者のための就職面接会」の開催

【問合】ハローワークさがえ TEL 86-4221
▽日時　10月29日(水)午後１時～午後４時30分
▽場所　山形ビッグウィング
▽対象者　正社員への就職を希望する方で、
　次のいずれかに該当する方
　①平成21年３月大学･短大･高専･専修学校を
　　卒業予定者
　②平成20年３月大学･短大･高専･専修学校を
　　卒業した未就職者
　③概ね35歳までの一般求職者及びＵＩター
　　ン就職希望者
▽参加企業　ハローワークさがえ･やまがた、
　むらやま管内の「正社員」の求人企業140社
　の予定です。


